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○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

一般質問を続行いたします。 

１番、金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：一般質問通告書に基づ

きまして、２項目質問させていただきます。 

まず第１点目、公共施設の修繕及び長期寿命化計

画について、お伺いいたします。まず最初に、修繕

費の問題でちょっと、お伺いいたしたいと思います。

村の各公共施設については、建設時から相当数年数

が経過しているものが多くなってきている現状と考

えます。行政財産として、各課が管理していると思

いますが、これまで各公共施設の修繕費については

総額で、いくら掛っているのか。また、公共施設全

体の修繕費については、どこかの課で一括把握する

のが将来の財政運営上有効と考えますが、現状どの

ようになっているのか、お伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の金子議員の質問

にお答えいたします。所管課別の公共施設における

平成１４年度から平成２３年度までの１０年間での

修繕に掛かった費用につきましては、議員のお手元

に資料としてお届けしておりますが、各年度におい

て、財政状況等の理由により、かなり変動しており

ますが、ここ１０年間で公共施設に掛かった修繕費

は９億５５７６万７千円、年平均 ９５５７万７千

円が支出されております。傾向としては、やはり建

築後の経過年数の多い施設ほど修繕費が掛かってき

ていることが分かります。 一部の施設においては、

修繕を抑え改築を進めてきた施設もあり、今後にお

いても必要最低限の修繕に留め、いずれは改築とい

う方向に向けて事務事業評価を経て、今後の総合計

画に盛り込んでいく考えでおります。 

今後、修繕及び改築に向けての財源につきまして

は、目的別に基金を積んでおりますので、それを財

源として総合計画を基本とした年次計画を もって

実施したいと考えております。現在は、各課におい

て所管する施設の台帳を整備し、修繕及び改築等の

計画をそれぞれで実施するという形ですが、予算に

計上する際には事務事業評価委員会にかけ、各課か

らの代表による協議を経て１次から２次、最終的に

は理事者と、３段階の評価を実施し事業の予算化を

図るという手順になっておりますので、どこかの課

で一括把握という意味では財政企画課が事務局とな

り、総括していると押さえておるところでございま

す。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：手筈については、今後

の見通しというか、そういうものについては、  

３段階で協議していくという説明がございました。

村長の言うとおり、朝、資料をいただきました。そ

れで、村長の説明どおり単年度ごとに見ていけば、

かなり厳しいときに、ほとんど手が付けられない状

況下の年も何年かありました。そういう 付けが今

の施設の老朽化ということに拍車をかけているので

はないのかな、という気がしてなりませんけれども、

そういう意味で、ゆっくり、何か問題があったとき

に協議して、各課から要望を上げて協議をするとい

う形では、やはり長寿命化ということを考えれば、

計画をきちんと最初の段階で具体的に持って修繕を

したほうが。 

例えばね、民間の住宅ですと、雨漏りをしてから

直しますよということになれば、雨漏りしている所

だけ、屋根を直せばいいだけでは済まなくなるわけ

ですよ。内装から、中の柱から、全てのその雨漏り

によって、何と言いますか、修繕の対象になってく

るということになろうかと思いますけれども、そう

いう問題が起きてからというよりも、私はもう少し

進めて。できればね、本当は専門家の人に診断して

もらって、修繕計画を立てていくというのが一番理

想だとは思いますけれども、その辺の対応というの

は財政企画課のほうが担当になるということですけ

れども、各課との繋がり、上手く取れるのかどうか

も含めて、ちょっと再度お伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：坂本財政企画課主幹。 

○財政企画課主幹（坂本秀喜君・登壇）：お答えさ

せていただきます。最初に、今までの管理のあり方

については、議員もおっしゃられておりましたとお

り、どちらかというと対症療法的な対応になってい

たというのが実感としてあります。これからについ
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ては、もちろん建物を長期に使う、安全に使うとい

うことを前提にしながら、保全型という形の対応を

何とか心がけていきたいというふうに、まず考えて

おります。 

その中で、各課との連携という点での御質問であ

りましたけども、私たちの課で総合計画を策定して

おります。今回、昨年策定しました、第６次猿払村

総合計画につきましては、平成２３年から平成２７

年までの５か年間、昨年の４月時点で、議員各位に

も実施計画書というものをお配りしていると思いま

すが、その中に一定の修繕が必要な部分については、

先ほど村長がお話のあったとおり、事務事業評価を

経て、計画の中に載せております。総合計画自体は

５年間というサイクルで策定はしておりますが、今

考えておりますのが、この５年間を上期と下期に分

けて、平成２５年度、来年度は中間年になりますか

ら、来年度改めて総合計画の後期の必要事業につい

て、各課と連携を取ながら計画に載せていくような

考えでおります。 

あとは、総合計画に載っていないような随時の事

案が発生したときにつきましても、先ほどお話しさ

れたとおりの事務事業評価を経て、最終的にその必

要性、工法の妥当性等を判断して行っていくという

考えでおりますので、その都度、必要に応じては予

算措置をさせていただくという形で考えております。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：先ほどの答弁の中で、

２番目のことも含まれている話になりますので、ま

ず（２）の長寿命化計画についてお伺いいたします。

村の公営住宅については、猿払村公営住宅等長寿命

化計画が平成２３年１２月に策定されました。本年、

そして説明を受けさせていただきました。劣化が進

む他の公共施設に対して、適切な維持管理や予防保

全を行い、建て替えと比較した場合の財政負担の軽

減と、計画的な保全体制の確立により財政支出の平

準化を行うことが必要であり、公共施設の長寿命化

を図ることを目的とした計画の策定は必要と、個人

的には考えます。 

現在、他の公共施設について、同様の長寿命化計

画の策定がされているのか、お伺いいたします。公

営住宅の長寿命化計画が議論されたときに、公共施

設に関しても一緒に議論になっていなかったかとい

うのも教えていただきたいと思います。 

また、計画が策定されていない場合、その必要性

について村長のお考えを伺います。先ほどの村長の

答弁にも一部ありましたけど、よろしくお願いいた

します。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の金子議員の質問

にお答えいたします。一部、先ほどの答弁と被る所

があるかもしれませんけども、お願いいたします。

現在、公共施設全般に対しての長寿命化計画の策定

をしておりませんが、公共施設の管理基準の策定に

向け検討を行っております。具体的には、村が所有

する建物及びその附帯施設などの効率的な保全のた

めの基準とし、安全性、利便性、経済性などの確保

を目的とするよう考えております。 

その中で、先ほど議員もおっしゃいましたが、施

設ごとに長期的な営繕計画を含めた台帳の策定を行

い、定期点検、保守管理を含めた支出の見通しを持

って事務事業評価の実施と財政支出の平準化を図っ

てきたいきたいと考えているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：第１の質問のときに、

村長も答弁されておりましたけれども、昨年、平成

２３年度ですけれども、公共用施設維持補修基金と

いうことで８７００万円ほど基金を積みました。た

だ、今の現状を考えると、将来的に、いくら積み立

てれば対応できるのか。先ほどの説明にもありまし

たけれども、総合計画に基づいてという中間の時期

なので見直しもして議論していきたいということな

ので、そのときに上がってくるかもしれませんけれ

ども、せめて基金としてどのくらい本当に必要なの

か。このくらいあれば安心して、とりあえず５年間

くらいは対処できるくらいの計画を立てていかない

と。基金と保全計画というか、予防保全を含めた考

えというか、一致してこなくなるのでないかなとい

う気がしますので、その辺をもう少し、今度議論さ

れるときには対処をお願いしたいと思います。 
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それと、大変言いにくい話ですけれども、将来的

には、今の施設全部が建て替え対象にはできないと

思います。それで、将来的に建て替えをする施設、

それ以外で予防保全を施しながら１年でも、１年で

もという表現はよくないかもしれないけど、５年で

も１０年でも永くその施設を使っていただいて、も

し使える状況になくなったら廃止するという施設、

こういうものの、何と言いますか、評価をする必要

もあろうかと思いますけれども、この関係について

は、どう考えているのかお伺いしたいのと、もう１

点、先ほど私、資料をいただきました。いくら掛か

っているかという１０年間のデータいただきました

けれども、これ是非ね、毎年決算委員会にね、皆さ

んに分かるように、同僚議員も分かるように、一緒

に参考資料として提示をしていただきたいと思いま

すけれども、いかがなものか、お伺いします。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：お答えをいたしま

す。御質問への確たる回答になるかどうか。足りな

い、違っていれば御指摘をいただきたいと思います。

村長は、長寿命化計画の策定はしていない、という

ことをお伝えをいたしました。したがって、今はで

すね、議員がお話をされている諸々の公共施設の管

理基準の策定に向けて検討を今、行っているという

ことですから、この点については事務方として村長

の意向をきちんと捉えながら長期的な展望に立って、

この公共施設の管理基準というものをですね、きち

んと整理をして作業スケ  ジュールを作っていき

たいと思っております。 

指摘がありました、その基準を作るわけですけれ

ども、そこには、やはり廃止をすべきものなのか。

あるいは、建て替えを、いずれ必要性のある施設と

してすべきものなのか。あるいは、当面はそういっ

た長寿命化計画的なものの中でですね、保全をしな

がらできるだけ永く使って、将来はどうするという、

そういった視点で、この安全性、利便性、経済性、

こういったところの整理をしながらですね、当然作

っていかなければならないものだなというふうに思

っております。現在は確たる、そういった基準はあ

りませんけれども、そんな見方で村長の今の意向を

ですね、形に現していきたいなというふうに思って

おります。 

従来のですね、各課ごとで抱えている施設を、各

課ごとに見通しを持つということは、これはもう施

設そのものだけにしか視点が当たらないという、そ

ういったことが懸念されるわけです。したがって、

単年度予算、財政の事情に左右されると。影響を受

ける。したがって、全く議員が御指摘されたように

営繕がしない年が何年も続いて、それがまた皺寄せ

になると。こういったことを、そのとおりだと思い

ますので、施設ごとに、やはり長期的な営繕計画を

含めたですね、台帳というのはきちんと全体で整理

をして、それを全体のバランス、あるいは公費支出

のですね、負担のバランス、そういったものを考え

ながら、これは取り組んでいかなければならないな

というふうに思っているところです。 

後段で御質問、御意見がありました、決算委員会

に毎年こういった営繕的な資料を提出ができないか

ということですけれども、財政部局のほうにですね、

そういった方向は取れるかどうか、改めてまた、き

ちんと指示をしてみたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：大変、前向きに進めら

れそうな答弁いただきまして、ありがとうございま

す。どうか先ほど副村長が言われたように、本当に

各課は今のところ、各課の所管でしかない。各課は

各課で自分の課しか分からないという部分が大きす

ぎますので、全体的な評価をきちんとしていただき

たい。そして、基金については本当にどのくらいま

で必要なのか。ある程度、計画を立てないと、そう

いうのは出てこないと思いますので、単年度だけの

予算ではないように計画を立てていただきたいと思

います。 

以上でこの質問を終わらせていただきまして、２

番目のバイオガスプラントについて、お伺いいたし

ます。昨年の１２月の定例会と、今年の３月の定例

会の一般質問で、バイオマスの話で、同僚議員が質

問されております。それで、私は今回、５月１０日

の勉強会に参加させていただきました。バイオガス

プラントについてお伺いいたしたいと思います。こ
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のことにつきましては、猿払村地球温暖化対策地域

協議会で検討されていると思いますが、今後の計画

の見通しをお伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。バイオガスプラント設置の計画につきま

しては、昨年、地球温暖化対策地域協議会の先進地

視察に同行して以来、地球温暖化防止、臭気、環境

対策、再生可能エネルギー活用と、様々な課題に有

効な施設であるとの認識を持ち、本村の実情と照ら

し合わせながら、設置の可能性を探っていくことを

議会の場又は村政執行方針において述べてきたとこ

ろであります。この考えに基づきまして、本年度に

は、４月２３日に、猿払村地球温暖化対策地域協議

会を開催し、その本会議終了後に協議会内部に設置

した、バイオガスプラント導入検討会において、よ

り具体的なイメージの形成と、設置計画に至るまで

の検討事項や今後のスケジュールを協議していただ

いたところであります。 

また、５月１０日にはバイオガスプラントの技術

的アドバイスをいただいてきております、帯広市の

株式会社土谷特殊農機具製作所の御協力の下、バイ

オガスプラントの仕組みや、臭いの解消と液肥の効

果等についてと、バイオガス発電施設についてと題

した勉強会を開催し、現在稼働しているバイオガス

施設の実例を紹介していただくとともに、再生可能

エネルギーの固定買取価格制度の内容につきまして

も説明をいただいたところであります。 

さて、今後の見通しという御質問でありますが、

施設の有効性という点におきましては、疑う余地の

ないものと考えておりますし、技術的にも道内の稼

働実例が示すとおり、ほぼ確立されたものと感じて

おり、本村の糞尿の性状や特有の気候などを考慮す

る必要はあるものの、プラント稼働に大きな不安材

料となるものはないと考えております。しかし、こ

れまでに申し述べておりますように、設置に多額の

費用が必要でありますと共に、バイオガスプラント

により処理する量や範囲といった点、さらには糞尿

や消化液の収集、散布といった運営面の検討には至

っていない段階であり、これらを明確に位置付ける

ことができるように、調査検討を進めてまいりたい

と考えております。 

なお、バイオガスプラントの設置に関しましては、

当然のことながら、農協、農家の皆様の御理解、御

協力が不可欠でありますと共に、村としての費用負

担が発生することとなる場合におきましては、その

目的や成果といった点を含めて、村民の皆様に御説

明を申し上げ、御理解をいただくこととしてまいり

たいと考えております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：５月１０日の講習会に

参加させてもらったときに、大変にいい話でありま

したし、協議会の中でも、やはりこれはやってみた

いという希望を持ってる人もいるという話もお伺い

をしております。 

それで、村長の答弁の中で、農協との関係の問題、

資金面の問題、それと、どういうふうにするかとい

うのは、例えば、個人で今の牛舎に４００頭であれ

ば２億３０００万円くらい確か掛かるような、この

前説明されていましたけれども、個人の４００頭規

模でやっていくのか、また村が、例えば公園あたり

に糞尿を運んできて、あそこで、ふるさとの家から

公園内の電気だとか、そういうのを活用していくと。

また熱資源を利用して、いろいろなことを考えてい

くという方法とか、いろいろ出てくるかと思います

けれども、まだ、この段階ではどっちでいきますと

聞いても無理なことだと思うので、より具体的に早

く進んで、本当にできるのか、できないのかも、早

いうちに態度を示していかないと、７月１日から買

取制度も始まりますし、対応面で、やはり農協も考

えてもらわなくてはいけない部分も結構出てくる面

もあろうかと思うので、できれば日を置かないでい

ろいろな話を協議していただきたいと思います。 

私の感じを申し上げさせていただきまして、 ２

番目ですけれども、この計画には糞尿の臭気対策と

いうことで、農協の総会などでも同じ仲間が堂々と

臭気対策のことを言う時代になってしまいました。

それで、農協は何か考えているのか、という議論も

随分されましたけれども、農協としても考えていて

対応策を今、練っていると思いますけれども、これ
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で、この計画で、例えば今、スラリーといわれる牛

舎を施設でやっている農家の人の頭数でいけば、や

はりプラントでは、４００頭規模であれば５基か６

基作らないと、臭気対策というのも全て解決できな

いと思いますけれども、その村長の考えをお伺いい

たしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。まず先ほどの、最初の質問の中でのお話

でありますが、議員おっしゃったとおり、今このプ

ラントには個別型と集合型、両方ございます。今、

両方の可能性を探っているところでございます。し

かしながらですね、結論が早いのは、やはり個別型

だと思っております。そして、現実性も早いのが個

別型だと思っておりますので、まずは今、個別型で

しっかりとした設計を作って、募集をかけたいなと

思っているところであります。 

そして集合型に関しましては、原料の運搬、液肥

の使い方等、個々に課題がございますので、それら

の課題を一つずつ潰していき、そして当然ながら集

合型ですから、参加する方も、たくさん、いらっし

ゃるわけございますから、ちょっと時間が掛かるの

で、これについては少し、じっくりと腰を据えてや

っていきなさいと。そのように今は指示をしている

ところでございますので、御了承ください。 

さて、糞尿対策についてでございますが、先ほど

も述べましたが、このプラントには多くのメ リッ

トがございます。温室効果ガスの排出削減に役立つ、

そして新エネルギー、有機肥料を算出する、さらに

今の臭気対策に効果があるということでございます。

このプラントは、地球温暖化対策地域協議会の中か

ら生まれた事業であり、地球温暖化対策の一環であ

りますが、大震災後のエネルギー政策の検討もあり、

今国の支援と追い風を受けております。しかし、当

初この事業が協議会の中で検討されており、私が最

も興味を持った大きな理由の一つが、臭気対策であ

りました。何度も同じことを言いますけども、孫の

代まで安心して暮らせる地域をつくるのが私の目標

でありますが、孫の代まで安心して暮らすためには、

臭気対策も重要であると私は考えております。 

誰もが憧れる職業に水産業も、酪農業も、そして

製造業もならなければならないと、私は思っており

ます。担い手対策、花嫁対策にも臭気対策は必要だ

と思っております。このプラントで、臭気対策全て

が解決するとは思っておりません。私は、臭気対策

は、やれる人がやれる方法で検討してくださいと農

家の方にお願いをしております。このプラントによ

り、誰かが臭気対策を解決すれば、必ず波及効果が

期待できます。 

また、先ほど議員もおっしゃっておりましたが、

このプラントを私が実行したいと意思表示したこと

により、賛成する人も反対する人もおりますが、臭

気対策がですね、多くの場で議論されております。

私は、それだけでも十分効果があったと考えており

ます。臭気対策にですね、しっかりと皆様が真正面

から目を向ければ、私は必ずこの問題は解決すると

思っているところでございます。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：今のお話の中ですけれ

ども、臭気対策というのは、今まで道北地域という

のは意外と対策が遅れていますけれども、道東、道

央の向こうのほうは、かなり昔から、いろいろなバ

イオですとか、いろいろな形の中で試行錯誤でやっ

ているようです。そういう中で、例えば、去年は凄

く臭気も臭いもなくなりましたけれども、今年は同

じ薬というか、そういう製品を使っても効いていな

いと。そういうようなケースも随分聞いております。

ですから、いろいろな形の中で対応しておりますけ

れども、なかなか１００パー セント、これで消え

るというのはないようです。ですから、このバイオ

ガスプラントというのは、比較的、やはり有効な手

段になるのかなという気はしますけれども、ただ凄

いお金が掛かるという現実がありますので。 

それと、この前の講習会でちょっと気になったの

は、雑排水なども処理できるということでしたけれ

ども、例えば、雑排水がなくて水道でやったら、散

布するときに全体の量が増えるという問題が今度。

現在の牛たちが出した量よりも、希釈することによ

って量が増えるということも、ちょっと気になった

部分はありますけれども、使わないでやれば問題が
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あるのか、ないのか。その辺も  メーカーの人の

説明も、きちんとやはり聞いてもらいたいと思いま

すし、私は村民の皆さんにもある程度理解をしてい

ただきたいと思います。 

というのは、牛の糞尿というのは、これを畑に散

布するというのは牛乳のコストを、まず下げます。

それは、肥料代が糞尿を散布することによって、半

分近くまで下がる可能性を持っております。また肥

料代というのは、皆さん御存じだと思いますけど化

学肥料です。それを例えば、バイオガスプラントで

できた糞尿というのは、先ほど村長も言ってました

けれど、有機肥料です。ですから、要するに化学肥

料を減らして、有機の肥料を散布する。そういう効

果もあると思います。 

農協も今、協議を始めたと思いますけれども、糞尿

の散布の時期、年がら年中ルールなしに散布するの

ではなくて、風向きだとか、雨降りだとか、できる

ことから、我々も行っていきたいと思うので、是非、

村民の皆さんにも凄く有効的な資源でもあるという

ことを理解していただきたいと思います。最後にお

願い方々がありましたけれども、これで私の質問を

終わらせていただきます。 


